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 国道275号 浜頓別町 浜頓別交差点は浜頓別町役場や道の駅「北オホーツクはまとんべつ」に隣接し、

交差点内の交通事故の発生や車両滞留が確認されていたことから、交通事故対策として令和2年度に環状

交差点（ラウンドアバウト）の整備を行った。 
ラウンドアバウトは道北地区において初の導入であり、道路利用者への交通ルールに関する周知が重要

となった。 
本稿では、ラウンドアバウト導入の経緯及びコロナ禍における周知活動について報告する。 

 

キーワード：事故対策、広報  
 
 
1. はじめに 

 

浜頓別町は北海道最北の宗谷地方東部に位置する人口

3,486人の町であり、国道275号浜頓別交差点は、市街地

に位置する交差点である(図-1)。本交差点は事故危険区

間に選定されている交差点であり、事故対策として令和

2年度に環状交差点（ラウンドアバウト）による整備を

行った（令和2年10月15日運用開始）。 

ラウンドアバウトは、車両の通行部分が環状（ドーナ

ツ状）になっており、車両が右回りに指定されている信

号機のない交差点(図-2)であり、道北では初めての導入

となることから、道路利用者への通行方法の周知活動が

必要不可欠であった。 

しかしながら、国内で令和2年1月に新型コロナウイル

ス感染者が確認以降「新型コロナウイルス感染症対策の

基本方針」が決定され、その中で「三つの密の回避」

「人と人との距離の確保」「マスク着用・手洗い等の感

染対策の徹底」の対応が求められた。 

 

図-1 浜頓別交差点位置図 

 

図-2 ラウンドアバウト基本構成 

 

本稿では、交通事故対策としてのラウンドアバウト導

入経緯及び、コロナ禍における道路利用者への周知活動

について報告する。 

 

 

2. ラウンドアバウト導入経緯 

 

国道275号浜頓別交差点は、浜頓別町役場・バスター

ミナル・多目的アリーナ等町の主要施設に隣接し、同施

設に出入りする車両や観光地であるクッチャロ湖に向か

う車両等、交差点を通過する車両が多く、過去から交差

点内での交通事故が発生していたことから、平成28年度

に事故危険区間（地域の声）に選定された。 

 その後、令和元年５月1日に、道の駅「北オホーツク

はまとんべつ」が開業以来、通行車両が増加し、交差点
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通過時の急ブレーキや、駐車場の出入り口混雑等による、

交差点での車両滞留が確認されるなど、新たな交通課題

が発生した。これら交差点の課題に対し、 

・交差点流入速度が低下することによる重大事故の抑制 

・信号待ち時間が無くなることによる、車両滞留の解消 

等の効果が期待されることから、交差点事故対策として

環状交差点（ラウンドアバウト）を導入することとなっ

た。 

【基本構造】 

・設計車両：セミトレーラー連結車(車両長:16.5m) 

・外径：36.0m 

・環道幅員：5.0m 

・エプロン幅員：2.5m 

構造検討にあたり、ドライバーが手前よりラウンドア

バウトがあることを認識してもらうことが重要であるこ

とから、交差点形状（中央島・エプロン等）についてフ

ォトモンタージュを複数案作成し、寒地土木研究所と協

議の上決定した。また、冬期除雪作業を考慮した構造に

ついても併せて協議を行った。 

その結果、冬期除雪作業を考慮し、中央島については

盛土によるラウンティング形状ではなく舗装形状とし、

エプロン端部については、除雪作業時の除雪装置の接触

による損傷を抑制すべく、重車両対応のⅠ型縁石特殊変

形型とした。 

また交差点の視認効果を上げるためエプロンは黄色の

カラー舗装、横断歩道手前には赤色のカラー舗装を施す

こととした(図-3)。 

 

図-3 フォトモンタージュ検討事例 

 

 

3. ラウンドアバウトの周知活動 

 

(1)浜頓別町民の方々への周知活動 

浜頓別交差点改良工事は、令和2年5月のGW明けに着手

を予定しており、その前段の令和2年3月に浜頓別町町民

を対象とした説明会を開催することで調整を進めていた。 

そのような中、道内における新型コロナウイルス感染

拡大に伴い、北海道より令和2年2月28日に「緊急事態宣

言」が発表、また令和2年2月25日に決定された「新型コ

ロナウイルス感染症対策の基本方針」において、「3つ

の密の回避」「催物開催の自粛」等のまん延防止対応が

求められたことから、住民説明会に変わる周知方法につ

いて検討することとなった。 

浜頓別町と協議の結果、地域の代表者である、浜頓別

町議会議員、浜頓別町商工会、近隣町内会会長へ個別説

明を行うこととし、町民全体には令和2年4月25日発行の

広報誌に「ラウンドアバウトの概要・施工時の規制」に

ついて記載したパンフレット(図-4,5)を折りこむことに

より周知することとした。 

 

図-4 ラウンドアバウトパンフレット(表面) 

 
図-5 ラウンドアバウトパンフレット(裏面) 
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(2)浜頓別町外の方々への周知活動 

浜頓別交差点を利用するドライバーへの周知について

は町内の方々のほかに、浜頓別町へ通勤や買い物等で来

られる近隣町村及び、観光等で訪れる町外の方々に対し

ても周知を行う必要があると考えられた。 

a)近隣町村への周知 

浜頓別町の隣接町村である枝幸町、中頓別町、猿払村

については、自治体協議の結果、広報誌にパンフレット

を折り込み全戸配布することにより周知を行うこととし

た。また、役場や公民館等人々が集まる箇所には、作成

したポスター(図-6)及びパンフレットを設置していただ

き、多数の方々の目に留まるよう努めた。 

 さらに、浜頓別町を含む近隣町村の方々が、自動車免

許取得・更新時に通う中頓別町立自動車学校と協議を行

い、教習時にパンフレットを用いてラウンドアバウトの

通行方法について講義していただくことなった。 

 

図-6 掲示したポスター 

 

b)近隣町村外の方々への周知 

観光や仕事で近隣町村外から浜頓別町内へ訪れる方々

や浜頓別交差点を通過する方々に対する周知として、近

郊の道の駅5か所（さるふつ公園・北オホーツクはまと

んべつ・マリーンアイランド岡島・ピンネシリ・おとい

ねっぷ）に作成したポスター及びパンフレットを設置し、

移動途中で立て寄る方の目に留まるよう努めた。 

c)開建ツイッターの活用 

浜頓別交差点ラウンドアバウト導入から供用に向け、

幅広に広報していくことを目的として、開建ツイッター 

 

図-7 ツイッターによる通行イメージ動画配信 

 

を活用し情報発信を行った。 

令和2年8月4日に、通行時の注意事項を表示したドラ

イバー目線による通行イメージ動画を発信した(図-7)。 

この動画のQRコードをポスター、チラシに掲載するこ

とにより、多数の方々に見ていただけるよう努めた。ま

た、浜頓別町役場のＨＰにも動画のリンクを貼っていた

だいた。総閲覧数は現時点で約4.0万（平均閲覧数0.7万）

と、稚内開発建設部における現時点での年間閲覧数1位

であり、多くの方々に閲覧していただいた。 

 

 

4. コロナ禍における現地講習会の開催 

 

ラウンドアバウトが道北で初めて導入されることから、

地域の方々に自動車・自転車の通行方法や横断歩道を渡

る際の注意事項を理解していただき、ラウンドアバウト

を安全に利用していただくことを目的として、現地講習

会を開催した。 

 開催日及び対象者は浜頓別町役場と協議を重ね、開催

日は令和2年10月7日,8日の2日間とし、1日目は浜頓別小

学校・中学校の生徒、2日目は一般参加及びこども園

（未就学児）の方々を対象として開催した。 

 また開催にあたり、交通管理者である枝幸警察署、及

び地域住民の窓口となる浜頓別町役場との共催とした。 

 現地講習会会場は疑似的なラウンドアバウトを再現

(写真-1)し、実演による講習会を実施することから、再

現可能な敷地のある浜頓別道路事務所構内で行うことと

した。 

 

写真-1 構内に再現したラウンドアバウト 
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(1)現地講習会概要 

現地講習会の開催案内については、稚内開発建設部報

道発表のほか、浜頓別町内全体に案内状を全戸配布する

ことにより開催の周知を図った。 

現地講習会の内容は、①自動車通行の実演、②自転車

通行の実演、③歩行者横断体験の3本立てとし、2日間で

計10回行った(写真-2)。 

①･②については、スタッフが運転する自動車・自転

車の動きを見ていただき、通行方法及び注意事項を枝幸

警察署より解説し、③の横断歩行体験では実際に参加者

に横断歩道を渡ってもらい、横断歩行時における注意事

項を学んでもらった。 

講習では環道内の通行車両の有無、横断歩行者の有無

をそれぞれ組合せ、想定されるケースを実演し、また自

転車通行方法の解説においては参加者の年齢に応じ、歩

道及び路肩の通行方法について解説した。 

自動車・自転車通行時の解説の際には 

 ・歩行者が最優先 

・交差点に進入する際は、交差点内を通行している 

車両が優先 

・環道内は時計回りで、ゆっくりと通行。左折手前で 

ウィンカーを点滅。 

横断歩行体験時の解説の際には 

・横断歩道手前及び分離島で確実に止まり、車がいな 

いこと、車が止まったことを確認してから、横断 

歩道を渡る。 

ことを強調し解説した。 

また、会場内にラウンドアバウト展示ブースを設け、

通行イメージ動画を流すモニターの設置、寒地土木研究

所の協力のもと全国の導入事例パネル・ラウンドアバウ

トの模型の展示を行い、参加者にラウンドアバウトにつ

いて広く知っていただく機会を設けた(写真-3)。 

 

写真-2 現地講習会の模様 

 

写真-3 展示ブースの模様 

 

(2)現地講習会における新型コロナウイルス感染症対策 

 現地講習会開催に当たっては、「新型コロナウイルス

感染症対策の基本的対処方針」に示されている、「三つ

の密」の回避や、「人と人との距離の確保」「マスクの

着用」「手洗いなどの手指衛生」等の感染対策を講じな

がら開催した。 

a)参加スタッフ 

講習会当日は、運営スタッフ及び会場設営スタッフ全

員「マスクの着用」「手洗いなどの手指衛生」の徹底の

ほか、毎朝の集合時に体温の計測、体調の聞き取りを行

い、体調に問題のないことを確認した上で参加した。 

b)講習会参加者 

講習会参加者に対しては事前に送付している案内状に、

現地講習会時の感染症対策について記載したパンフレッ

ト(図-8)を送付し、来場時の協力を要請するとともに、

講習会会場では下記の対策を行った(写真-4)。 

・来場時のマスク着用（マスクを忘れた方には受付けで 

マスクを配布） 

・会場受付時の検温 ・受付での手指の消毒 

・受付に使用するボールペンは、消毒済みのものを使用 

・受付は接触機会を無くすため同じ用紙に記載させず、 

個別に受付用紙を用意 

・受付入口や講習会見学スペースに、立ち位置マークを 

設置（人と人との距離の確保） 

・各トイレの消毒液設置及びドアノブの消毒 

 
図-8 現地講習会時の感染症対策パンフレット 

 

写真-4 受付での感染症対策 
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c)報道対応 

 広報活動として、現地講習会当日に、記者向け説明会

を実施。ラウンドアバウト導入の経緯、通行方法、現地

講習会趣旨等の説明を行った（報道機関：５社）。 

 現地講習会の様子については、新聞記事、テレビ放映、

及び浜頓別町のツイッター(図-9)により、広く周知され

た。 

 

図-9 浜頓別町ツイッターによる情報発信 

 

d)現地講習会参加人数 

 開催した10月7日,8日の2日間で、延べ335名の方々に

参加していただいた(表-1)。 

 

 

表-1 現地講習会参加人数集計表 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. おわりに 

 

国道275号浜頓別交差点は現地講習会を終えた後、令

和2年10月15日10時に運用開始となった(写真-5,6)。 

運用開始から現時点（令和3年1月14日現在）において、

交差点での事故や逆走車も確認されておらず、スムーズ

な通行が確認されている。 

また、現地講習会に参加されたスタッフ及び参加者の

方々において、新型コロナウイルス感染者の発生は確認

されていない。 

ラウンドアバウトの導入にあたり、いかに道路利用者

に通行方法を周知することが出来るか、またコロナ禍と

いう厳しい状況の中どのような手法が考えられるか試行

錯誤しながら進めてきたが、現時点の通行状況を踏まえ

ると、周知活動については一定の効果が発揮されている

ものと考えられる。 

最後に、ラウンドアバウト導入にあたり、ご指導ご協

力いただいた寒地土木研究所、北海道警察、浜頓別町役

場の皆様、及び各種情報提供をしていただいた函館開発

建設部の皆様に対し、心より謝意を表します。 

 

写真-5 ラウンドアバウト施工前の浜頓別交差点 

 

写真-6 ラウンドアバウト施工後の浜頓別交差点 

 

10月7日（水）

計 生徒 引率

浜頓別小学校 136 122 14

浜頓別中学校 86 80 6

合計 222 202 20

10月8日（水）

計 生徒 引率

第1部（一般） 36

第2部（一般） 30

第3部（一般） 16

第4部（一般） 11

時間外（一般） 1

こども園 19 16 3

合計 113 16 3
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